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読書推進運動協議会
№ 区分

書

P12

P14

推薦本

名

著

者

出版者

出版年

請求記号

1

図書 名著講義

藤原 正彦／著 文芸春秋

2009.12 019.9/ﾌｼﾞ

2

図書 超訳ニーチェの言葉

ディスカヴァー
フリードリヒ・ニー ・トゥエンティワ
チェ／〔著〕
ン

2010.01 134.94/ﾆﾁ

3

図書 しあわせ読書のすすめ

清水 克衛／著 辰巳出版

2010.09 159.6/ｼﾐ

4

図書 ２０歳のときに知っておきたかったこと

ティナ・シーリグ
／著

2010.03 159/ｼﾘ

5

図書

6

図書 何とかなるさ！ ママは宇宙へ行ってきます

7

図書

8

図書

9

図書 小惑星探査機はやぶさの大冒険

本のソムリエが教える悩んだときに読んでほしい５３冊

シンプルに生きる
変哲のないものに喜びをみつけ、味わう

阪急コミュニケ
ーションズ

ドミニック・ローホ
幻冬舎
ー／著

2010.06 159/ﾛﾎ

サンマーク出
山崎 直子／著 版

2010.02 289.1/ﾔﾏ

これからの「正義」の話をしよう
いまを生き延びるための哲学

マイケル・サンデ
早川書房
ル／著

2010.05 311.1/ｻﾝ

希望難民ご一行様
ピースボートと「承認の共同体」幻想

古市 憲寿／著 光文社

2010.08 319.8/ﾌﾙ

山根 一真／著 マガジンハウス

2010.07 538.9/ﾔﾏ

宮治 勇輔／著 かんき出版

2009.11 645.5/ﾐﾔ

11 図書 犬部！ 北里大学獣医学部

片野 ゆか／著 ポプラ社

2010.04 645.6/ｶﾀ

12 図書 一生懸命 木村拓也決してあなたを忘れない

木村 由美子／
中央公論新社
著

2010.07 783.7/ｷﾑ

13 図書 反骨

仁志 敏久／著 双葉社

2010.05 783.7/ﾆｼ

14 図書 桐島、部活やめるってよ

朝井 リョウ／著 集英社

2010.02 913.6/ｱｻ

15 図書 キケン

有川 浩／著

2010.01 913.6/ｱﾘ

10 図書

湘南の風に吹かれて豚を売る
スーツを脱いで見つけた自分らしい働き方

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら

新潮社

岩崎 夏海／著 ダイヤモンド社

2009.12 913.6/ｲﾜ

17 図書 天地明察

冲方 丁／著

角川書店

2009.11 913.6/ｳﾌﾞ

18 図書 野川

長野 まゆみ／
著

河出書房新社

2010.07 913.6/ﾅｶﾞ

19 図書 おしんの遺言

橋田 寿賀子／
小学館
著

2010.08 914.6/ﾊｼ

20 図書 図書室からはじまる愛

パドマ・ヴェンカト
白水社
ラマン／著

2010.06 933.7/ﾍﾞﾝ

21 図書 世界史読書案内

津野田 興一／
岩波書店
著

2010.05 Z 209/ﾂﾉ

22 図書 ひとり遊びのススメ １５歳の寺子屋

茂木 健一郎／
講談社
著

2010.06 Z 289.1/ﾓｷﾞ

23 図書 就活のまえに 良い仕事、良い職場とは？

中沢 孝夫／著 筑摩書房

2010.01 Z 366/ﾅｶ

24 図書 おおきな木

シェル・シルヴァ
あすなろ書房
スタイン／作

2010.09 Z 933.7/ｼﾙ

16 図書

TOPへ
－ 1 －

P9

おすすめ本（一般書）
№

区分

書

名

1

図書

ネット・バカ
インターネットがわたしたちの脳にしていること

2

著

者

出版者

出版年

請求記号

ニコラス・Ｇ．カー
青土社
／著

2010.07 007.3/ｶ

図書 本を読むってけっこういいかも

香山 リカ／著

七つ森書館

2010.10 019.9/ｶﾔ

3

図書 １７歳からの死生観 高校生との問答集

山折 哲雄／著 毎日新聞社

2010.02 114.2/ﾔﾏ

4

図書 生み出す力

西沢 潤一／著 ＰＨＰ研究所

2010.09 141.5/ﾆｼ

5

図書 上手に傷つくためのレッスン

香山 リカ／著

6

図書

7

仕事ってこういうことだったのか
先輩たちが教えてくれたこと

メディアファクト
リー

2010.02 146.8/ｶﾔ

チーム２０Ｓ５／
かんき出版
編

2010.03 159.4/ﾁﾑ

図書 新人諸君、半年黙って仕事せよ

山田 ズーニー
／著

2010.04 159.4/ﾔﾏ

8

図書 働く。 社会で羽ばたくあなたへ

日野原 重明／ 富山房インター
著
ナショナル

2010.04 159.7/ﾋﾉ

9

図書

やればできる
まわりの人と夢をかなえあう４つの力

勝間 和代／著 ダイヤモンド社

2009.12 159/ｶﾂ

１日１０秒の習慣で夢をかなえる！
何回あきらめた人も続けられるシンプルな法則

倉持 淳子／著 ダイヤモンド社

2010.07 159/ｸﾗ

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2009.10 159/ｻｲ

10 図書

筑摩書房

11 図書 違和感のチカラ 最初の「あれ？」は案外正しい！

斎藤 孝／〔著〕

12 図書 学校で教わらなかった２０代の辞書
くじけそうな自分を支えてくれたのは、いつも言葉の力だった！

千田 琢哉／著 ぱる出版

13 図書 読む！深イイ話
14 図書 「捨てる」成功法則

早川 勝／著

2010.11 159/ｾﾝ

日本テレビ放
送網

2010.08 159/ﾆﾎ

総合法令出版

2010.09 159/ﾊﾔ

15 図書

「できる人間」を目指すなら、迷うのはやめよう
２２歳からの人生の法則

本田 直之／監
アスコム
修

2010.03 159/ﾎﾝ

16 図書

やる気のスイッチ！実践セミナー
昨日のやる気を、今日出せない人へ。

サンクチュアリ
山崎 拓巳／著 出版

2010.04 159/ﾔﾏ

17 図書 いのちあきらめない

葉 祥明／著

日本標準

2010.10 159/ﾖｳ

18 図書 ヘタな人生論より仏教の救われるひと言

植西 聡／著

河出書房新社

2010.05 180.4/ｳｴ

19 図書 永遠（とき）をつらぬくもの

寺岡 一途／著 樹心社 星雲社

2010.05 180/ﾃﾗ

20 図書 一流たちの修業時代

野地 秩嘉／著 光文社

2010.07 281.04/ﾉｼﾞ

三輪 主彦／著 ラピュータ

2010.07 281.04/ﾐﾜ

22 図書 命の授業 ３０万人が泣いた奇跡の実話

腰塚 勇人／著 ダイヤモンド社

2010.05 289.1/ｺｼ

23 図書 サリンとおはぎ 扉は開くまで叩き続けろ

さかはら あつし
講談社
／著

2010.03 289.1/ｻｶ

24 図書 人生が驚くほど変わる竜馬脳のススメ

茂木 健一郎／
主婦と生活社
著

2010.04 289.1/ｻｶ

25 図書 未来を変えるちょっとしたヒント

小野 良太／著 講談社

2010.08 304/ｵﾉ

26 図書 きな子日和 ズッコケ見習い警察犬

丸亀警察犬訓練
双葉社
所／監修

2010.07 317.75/ﾏﾙ

27 図書 １３歳からの法学部入門

荘司 雅彦／著 幻冬舎

2010.05 321/ｼﾖ

28 図書 当たって、砕けるな！ 青年海外協力隊の流儀

吉岡 逸夫／著 高陵社書店

2010.08 333.8/ﾖｼ

29 図書 しあわせな仕事の見つけ方、つくり方

久米 信行／編 ワニブックス

2010.12 336.29/ｸﾒ

30 図書 電話応対のマナー

大嶋 利佳／編
秀和システム
著

2009.12 336.49/ｵｵ

迷い悩む心が、ふっと軽くなる仏者からのメッセージ

仏の教えに出会うということ

21 図書

子どもたちよ、冒険しよう
生きる力は、旅することからわいてくる

そのまま使える会話例＆言い換えフレーズ例

－ 2 －

31 図書 スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン
32 図書

ありがとう子どもは悪くない！
やんちゃ和尚これで子どもは救われる

33 図書 人生は航海

野球部員、演劇の舞台に立つ！
甲子園、夢のその先にあるものを追いつづけて

カーマイン・ガロ
日経ＢＰ社
／著

2010.07 336.49/ｶﾞﾛ

広中 邦充／編
日本標準
著

2010.04 367.68/ﾋﾛ

岡本 聡／著

幻冬舎ルネッ
サンス

2010.09 374.13/ｵｶ

竹島 由美子／
高文研
編著

2010.05 375.184/ﾀｹ

35 図書 大学生のための知的勉強術

松野 弘／著

講談社

2010.04 377.15/ﾏﾂ

36 図書 こんな大学で学びたい！ 日本全国７７３校探訪記

山内 太地／著 新潮社

2010.03 377.21/ﾔﾏ

37 図書 国境なき大学選び 日本の大学だけが大学じゃない！

山本 敬洋／〔著 ディスカヴァー
・トゥエンティワ
〕
ン

2010.07 377.6/ﾔﾏ

38 図書 就活革命

日本放送出版
辻 太一朗／著 協会

2010.06 377.9/ﾂｼﾞ

39 図書 夢ログ 全国学生１００人の世界

ドリ１００／著

エベイユ 星雲
社

2010.06 377.9/ﾄﾞﾘ

40 図書 キャンパスの中のアスペルガー症候群

山崎 晃資／著 講談社

2010.07 377.9/ﾔﾏ

41 図書 「働きたくない」というあなたへ

山田 ズーニー
／著

2010.08 377.9/ﾔﾏ

34 図書

できる女の勉強法
自分の価値を高める！どんな時代も生き残る！

河出書房新社

柏木 理佳／著 中経出版

2010.06 379.7/ｶｼ

43 図書 東大生が選んだ勉強法 「私だけのやり方」を教えます

東大家庭教師友
ＰＨＰ研究所
の会／編著

2010.08 379.7/ﾄｳ

44 図書 傑作！数学パズル５０ 名問・良問の宝庫へようこそ

小泓 正直／著 講談社

2010.08 410.79/ｺﾌﾞ

45 図書 寄り道の多い数学

大沢 健夫／著 岩波書店

2010.07 410/ｵｵ

46 図書 本番に強い脳と心のつくり方 スポーツで頭がよくなる

苫米地 英人／
ＰＨＰ研究所
著

2010.05 498.39/ﾄﾏ

47 図書 理工系の基礎知識 大学四年間をムダにしないために

ソフトバンククリ
江口 弘文／著 エイティブ

2010.03 501/ｴｸﾞ

48 図書 地球を救う３６５の方法

フィリップ・ブルセ
ピエ・ブックス
イエ／写真

2010.01 519/ﾌﾞﾙ

49 図書 宇宙飛行士になった子どもたち

杉山 由美子／
岩崎書店
著

2009.12 538.9/ｽｷﾞ

50 図書 宇宙飛行士の育て方

林 公代／著

51 図書 水が握る日本の食と農の未来

谷山 重孝／著 家の光協会

2010.02 614.3/ﾀﾆ

日本実業出版
藤田 英時／著 社

2010.06 670.91/ﾌｼﾞ

53 図書 メアリー・ブレア ある芸術家の燦きと、その作品

ジョン・ケインメー
岩波書店
カー／著

2010.07 723.53/ﾌﾞﾚ

54 図書 ｍｉｆｆｙ×ｍｉｆｆｙ×ｍｉｆｆｙ

講談社／編

2010.04 726.601/ｺｳ

55 図書 トイレの神様

植村 花菜／著 宝島社

2010.07 767.8/ｳｴ

56 図書 あの一瞬 アスリートはなぜ「奇跡」を起こすのか

門田 隆将／著 新潮社

2010.07 780.4/ｶﾄﾞ

57 図書 本番で負けない脳 脳トレーニングの最前線に迫る

善家 賢／著

2010.01 780.7/ｾﾞﾝ

58 図書 名もなき挑戦 世界最高峰にたどり着けた理由

小学館集英社
パク チソン／著 プロダクション

2010.10 783.47/ﾊﾟｸ

59 図書 頑固論 石川遼

諸星 裕／著

2010.09 783.8/ｲｼ

60 図書 やさしく、強く、そして正直に 弱い心との向き合い方

上村 愛子／著 実業之日本社

2010.02 784.3/ｳｴ

61 図書 キス・アンド・クライ

ニコライ・モロゾフ
講談社
／著

2010.02 784.65/ﾓﾛ

62 図書 言葉の煎じ薬

呉 智英／著

2010.06 810.4/ｸﾚ

42 図書

どんな家庭でどう育てられたか？

52 図書

メール文章力の基本
大切だけど、だれも教えてくれない７７のルール

－ 3 －

日本経済新聞
出版社

講談社

新潮社

講談社

双葉社

2010.10 538.9/ﾊﾔ

63 図書 銀盤のトレース

碧野 圭／著

64 図書 感応連鎖

朝倉 かすみ／
講談社
著

2010.02 913.6/ｱｻ

65 図書 グラウンドの空

あさの あつこ／
著

2010.07 913.6/ｱｻ

66 図書 チョコレートの町

飛鳥井 千砂／
双葉社
著

67 図書 それいゆ

生田 紗代／著

68 図書 民王

池井戸 潤／著 ポプラ社

2010.05 913.6/ｲｹ

69 図書 オー！ファーザー ａ ｆａｍｉｌｙ

伊坂 幸太郎／
新潮社
著

2010.03 913.6/ｲｻ

70 図書 兄妹パズル

石井 睦美／著 ポプラ社

2010.05 913.6/ｲｼ

71 図書 メグル

乾 ルカ／著

東京創元社

2010.02 913.6/ｲﾇ

72 図書 甘栗と戦車とシロノワール

太田 忠司／著

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.02 913.6/ｵｵ

73 図書 ばら色タイムカプセル

大沼 紀子／著 ポプラ社

2010.08 913.6/ｵｵ

岡田 尊司／著 幻冬舎

2010.07 913.6/ｵｶ

75 図書 乙女の花束

折原 みと／著

2010.03 913.6/ｵﾘ

76 図書 〈島〉に戦争が来た

加藤 幸子／著 新潮社

2010.07 913.6/ｶﾄ

77 図書 風が吹けば

加藤 実秋／著 文芸春秋

2010.07 913.6/ｶﾄ

78 図書 ぐるぐる猿と歌う鳥

加納 朋子／著 講談社

2010.05 913.6/ｶﾉ

79 図書 五竜世界（ウーロンワールド） 霧廟に臥す竜

壁井 ユカコ／著 ポプラ社

2010.06 913.6/ｶﾍﾞ

80 図書 算数宇宙の冒険 アリスメトリック！

川端 裕人／著 実業之日本社

2009.11 913.6/ｶﾜ

81 図書 祭りの夜、川の向こう

吉来 駿作／著 幻冬舎

2010.06 913.6/ｷﾗ

82 図書 優しいおとな

桐野 夏生／著 中央公論新社

2010.09 913.6/ｷﾘ

83 図書 モラトリアムな季節

熊谷 達也／著 光文社

2010.03 913.6/ｸﾏ

84 図書 わたしたちはまだ、その場所を知らない

小池 昌代／著 河出書房新社

2010.06 913.6/ｺｲ

85 図書 金曜のバカ

越谷 オサム／
著

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.01 913.6/ｺｼ

86 図書 ポロメリア

Ｃｏｃｃｏ／著

幻冬舎

2010.05 913.6/ｺﾂ

87 図書 薔薇を拒む

近藤 史恵／著 講談社

2010.05 913.6/ｺﾝ

88 図書 おれのおばさん

佐川 光晴／著 集英社

2010.06 913.6/ｻｶﾞ

89 図書 あすなろ三三七拍子

重松 清／著

2010.03 913.6/ｼｹﾞ

90 図書 銀河に口笛

朱川 湊人／著 朝日新聞出版

2010.03 913.6/ｼﾕ

91 図書 オルゴォル

朱川 湊人／著 講談社

2010.10 913.6/ｼﾕ

92 図書 ダウンタウン

小路 幸也／著 河出書房新社

2010.02 913.6/ｼﾖ

93 図書 昆虫部

椙本 孝思／著 幻冬舎

2010.05 913.6/ｽｷﾞ

94 図書 僕の明日を照らして

瀬尾 まいこ／著 筑摩書房

2010.02 913.6/ｾｵ

74 図書

この世の中を動かす暗黙のルール
人づきあいが苦手な人のための物語

－ 4 －

実業之日本社

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

ポプラ社

毎日新聞社

2010.02 913.6/ｱｵ

2010.07 913.6/ｱｽ
2010.03 913.6/ｲｸ

95 図書 潮風に流れる歌

関口 尚／著

徳間書店

2010.02 913.6/ｾｷ

96 図書 虹色の皿

拓未 司／著

角川書店

2010.11 913.6/ﾀｸ

97 図書 光待つ場所へ

辻村 深月／著 講談社

2010.06 913.6/ﾂｼﾞ

98 図書 走らんかい！ 岸和田だんじりグラフィティ

中場 利一／著 集英社

2010.02 913.6/ﾅｶ

99 図書 悪と仮面のルール

中村 文則／著 講談社

2010.06 913.6/ﾅｶ

100

図書 人もいない春

西村 賢太／著 角川書店

2010.06 913.6/ﾆｼ

101

図書 明日の空

貫井 徳郎／著 集英社

2010.05 913.6/ﾇｸ

102

図書 半分の月がのぼる空 上

橋本 紡／著

アスキー・メデ
ィアワークス

2010.04 913.6/ﾊｼ/1

103

図書 半分の月がのぼる空 下

橋本 紡／著

アスキー・メデ
ィアワークス

2010.05 913.6/ﾊｼ/2

104

図書 空想オルガン

初野 晴／著

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.08 913.6/ﾊﾂ

105

図書 遠まわりして、遊びに行こう

花形 みつる／
作

理論社

2010.02 913.6/ﾊﾅ

106

図書 西方之魂（ウエストサイドソウル）

花村 万月／著 講談社

2010.10 913.6/ﾊﾅ

107

図書 僕らの青春 下町高校野球部物語

半村 良／著

2010.06 913.6/ﾊﾝ

108

図書 窓の外は向日葵の畑

樋口 有介／著 文芸春秋

109

図書 空の名前

日向 蓬／著

110

図書 4444

古川 日出男／
河出書房新社
著

2010.07 913.6/ﾌﾙ

111

図書 最後の卒業生 夕張に生きる中学三年生たち

本田 有明／著 河出書房新社

2010.03 913.6/ﾎﾝ

112

図書 世界でいちばん長い写真

誉田 哲也／著 光文社

2010.08 913.6/ﾎﾝ

113

図書 コロヨシ！！

三崎 亜記／著

114

図書 青森ドロップキッカーズ

森沢 明夫／著 小学館

2010.02 913.6/ﾓﾘ

115

図書 小さな理由

森 浩美／著

双葉社

2010.03 913.6/ﾓﾘ

116

図書 ともだち同盟

森田 季節／著

角川書店 角川グルー
プパブリッシング

2010.06 913.6/ﾓﾘ

117

図書 グラツィオーソ

山口 なお美／〔 アルファポリス
著〕
星雲社

2010.05 913.6/ﾔﾏ

118

図書 京都太秦物語

山田 洋次／脚
新日本出版社
本

2010.05 913.6/ﾔﾏ

119

図書 終点のあの子

柚木 麻子／著 文芸春秋

2010.05 913.6/ﾕｽﾞ

120

図書 ふたりの距離の概算

米沢 穂信／著

121

図書 ズルい言葉

酒井 順子／〔著 角川春樹事務
〕
所

2010.07 914.6/ｻｶ

122

図書 生き方の演習 若者たちへ

塩野 七生／著 朝日出版社

2010.10 914.6/ｼｵ

123

図書

福島 智／著

素朴社

2010.03 914.6/ﾌｸ

124

図書 Ｑ人生って？

よしもと ばなな
幻冬舎
／著

2009.10 914.6/ﾖｼ

125

図書 ９歳の失明宣告

熊野 伸一／著 彩図社

2010.04 916/ｸﾏ

126

図書

平山 譲／著

2010.07 916/ﾋﾗ

生きるって人とつながることだ！
全盲ろうの東大教授・福島智の手触り人生

サッカーボールの音が聞こえる
ブラインドサッカー・ストーリー

－ 5 －

河出書房新社

武田ランダム
ハウスジャパン

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

新潮社

2010.07 913.6/ﾋｸﾞ
2010.06 913.6/ﾋﾅ

2010.02 913.6/ﾐｻ

2010.06 913.6/ﾖﾈ

127

図書 プリンセス・ダイアリー 永遠のプリンセス篇

メグ・キャボット／
河出書房新社
著

2010.07 933.7/ｷﾔ13

128

図書 ラスト・ソング

ニコラス・スパー アチーブメント
クス／著
出版

2010.06 933.7/ｽﾊﾟ

129

図書 勇気の季節

ロバート・Ｂ．パー
早川書房
カー／著

2010.03 933.7/ﾊﾟｶ

130

図書 創世の島

バーナード・ベケ
早川書房
ット／著

2010.06 933.7/ﾍﾞｹ

131

図書 Ｔ・Ｓ・スピヴェット君傑作集

ライフ・ラーセン
／著

2010.02 933.7/ﾗｾ

132

図書

133

フージーズ
難民の少年サッカーチームと小さな町の物語

早川書房

ウォーレン・セント
英治出版
・ジョン／著

2010.02 936/ｾﾝ

図書 ソフィー９つのウィッグを持つ女の子

ソフィー・ファン・
デア・スタップ／ 草思社
著

2010.07 949.36/ｽﾀ

134

図書 暗闇の楽器

ナンシー・ヒュー
水声社
ストン／著

2010.05 953.7/ﾋﾕ

135

図書 ファミリーツリー

小川 糸／著

2009.11 Y 913.6/ｵｶﾞ

ポプラ社

TOPへ

－ 6 －

おすすめ本（児童書）
№

区分

1

図書 生きようよ 死んじゃいけない人だから

細谷 亮太／著 岩崎書店

2010.09 YZ 490/ﾎｿ

2

図書 はじめて哲学する本

藤原 和博／〔著 ディスカヴァー
・トゥエンティワ
〕
ン

2010.07 Z 100/ﾌｼﾞ

3

図書 天才のら犬、教授といっしょに哲学する。人間ってなに？

セシル・ロブラン
岩崎書店
／文

2010.08 Z 114/ﾛﾌﾞ

4

図書 １日５分で君は変われる 賢人の人生に学ぶ

佐々木 宏／著 国土社

2010.02 Z 159.7/ｻｻ

5

図書 人間の条件 そんなものない

立岩 真也／著 理論社

2010.08 Z 159.7/ﾀﾃ

6

図書 若い人におくる竜馬のことば

小松 成美／著 筑摩書房

2010.06 Z 289.1/ｻｶ

7

図書 シゲコ！ ヒロシマから海をわたって

菅 聖子／著

2010.08 Z 289.1/ｽｶﾞ

8

図書 旅に出よう 世界にはいろんな生き方があふれてる

近藤 雄生／著 岩波書店

2010.04 Z 290.9/ｺﾝ

9

図書 １２歳から大人まで政治の基礎の基礎がよくわかる本

滝沢 中／著

大和書房

2010.07 Z 310/ﾀｷ

10 図書 新１３歳のハローワーク

村上 竜／著

幻冬舎

2010.03 Z 366.29/ﾑﾗ

11 図書 １０代のためのケータイ心得

こころ部／監修

ポプラ社

2010.03 Z 371.42/ｺｺ

12 図書 １３歳の進路

村上 竜／著

幻冬舎

2010.03 Z 376.8/ﾑﾗ

13 図書 東大生・医者・弁護士になれる人の思考法

小林 公夫／著 筑摩書房

2010.05 Z 379.7/ｺﾊﾞ

あべ 弘士／著 河出書房新社

2010.08 Z 480.76/ｱﾍﾞ

15 図書 ひとり

吉本 隆明／著 講談社

2010.10 Z 910.268/ﾖｼ

16 図書 １３歳のシーズン

あさの あつこ／
光文社
著

2010.10 Z 913.8/ｱｻ

17 図書 闇の喇叭

有栖川 有栖／
理論社
作

2010.06 Z 913.8/ｱﾘ

18 図書 ＲＤＧ ３ レッドデータガール 夏休みの過ごしかた

荻原 規子／〔著
〕

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.05 Z 913.8/ｵｷﾞ/3

19 図書 メン！ 試練の剣

開 隆人／作

そうえん社

2010.02 Z 913.8/ｶｲ

20 図書 おしゃべりな五線譜

香谷 美季／著 ポプラ社

2010.06 Z 913.8/ｶｶﾞ

21 図書 １００ｋｍ

片川 優子／著 講談社

2010.08 Z 913.8/ｶﾀ

22 図書 ブルー

久美 沙織／作 理論社

2010.01 Z 913.8/ｸﾐ

23 図書 ぼくらの輪廻転生

さとう まきこ／〔
著〕

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.05 Z 913.8/ｻﾄ

24 図書 ぼくらの『最強』イレブン

宗田 理／作

ポプラ社

2010.07 Z 913.8/ｿｳ

25 図書 ぼくらの『第九』殺人事件

宗田 理／作

ポプラ社

2010.07 Z 913.8/ｿｳ

26 図書 きみはなぜ生きているのか？

中島 義道／作 偕成社

2010.06 Z 913.8/ﾅｶ

27 図書 最後の七月

長薗 安浩／作 理論社

2010.05 Z 913.8/ﾅｶﾞ

28 図書 いつまでもここでキミを待つ

ひろの みずえ／
ポプラ社
著

2010.01 Z 913.8/ﾋﾛ

29 図書 時計塔のある町

藤江 じゅん／〔
著〕

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.05 Z 913.8/ﾌｼﾞ

30 図書 不吉な地点

星 新一／作

理論社

2009.10 Z 913.8/ﾎｼ

14 図書

書

名

動物の死は、かなしい？
元動物園飼育係が伝える命のはなし

著

者

－ 7 －

出版者

偕成社

出版年

請求記号

31 図書 うらめしや

星 新一／作

32 図書 市立第二中学校２年Ｃ組 １０月１９日月曜日

椰月 美智子／
講談社
著

33 図書

Ｃ＆Ｙ地球最強姉妹キャンディ
夏休みは戦争へ行こう！

山本 弘／〔著〕

理論社

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.02 Z 913.8/ﾎｼ
2010.08 Z 913.8/ﾔｽﾞ
2010.02 Z 913.8/ﾔﾏ

34 図書 港町ヨコハマ異人館の秘密 ＹＡ時代ミステリー

山崎 洋子／著 あすなろ書房

2010.06 Z 913.8/ﾔﾏ

35 図書 こんな私が大嫌い！

中村 うさぎ／著 理論社

2009.11 Z 914.6/ﾅｶ

36 図書 ピーチズ★初恋

ジョディ・リン・ア
ンダーソン／著 小学館

2009.12 Z 933.7/ｱﾝ

37 図書 アルテミス・ファウル 失われし島

オーエン・コルフ
ァー／著

2010.08 Z 933.7/ｺﾙ

38 図書 希望（ホープ）のいる町

ジョーン・バウア
作品社
ー／著

2010.03 Z 933.7/ﾊﾞｳ

39 図書 見習い魔女ティファニーと懲りない仲間たち

テリー・プラチェッ
あすなろ書房
ト／著

2010.06 Z 933.7/ﾌﾟﾗ

40 図書 ピーティ

ベン・マイケルセ
鈴木出版
ン／作

2010.05 Z 933.7/ﾏｲ

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

TOPへ

－ 8 －

２０１０年文学賞等受賞作品（一般書・小説部門）
№

区分

1

図書 乙女の密告

2

図書

3

図書 マタタビ潔子の猫魂

4

書

名

著

者

出版者

出版年

請求記号

受賞内訳

赤染 晶子／著 新潮社

2010.07 913.6/ｱｶ

第１４３回芥川賞

秋山 圭／著

2009.10 913.6/ｱｷ

第9回歴史浪漫文学賞創
作部門優秀賞

メディアファクト
朱野 帰子／著 リー

2010.01 913.6/ｱｹ

第4回ダ・ヴィンチ文学賞大
賞

図書 桐島、部活やめるってよ

朝井 リョウ／著 集英社

2010.02 913.6/ｱｻ

第22回小説すばる新人賞

5

図書 終わらざる夏 上

浅田 次郎／著 集英社

2010.07 913.6/ｱｻ/1

第６４回毎日出版文化賞
文学・芸術部門

6

図書 終わらざる夏 下

浅田 次郎／著 集英社

2010.07 913.6/ｱｻ/2

第６４回毎日出版文化賞
文学・芸術部門

7

図書 クォンタム・ファミリーズ

東 浩紀／著

新潮社

2009.12 913.6/ｱｽﾞ

第２３回三島由紀夫賞

8

図書 プシスファイラ

天野 辺／著

徳間書店

2009.10 913.6/ｱﾏ

第10回日本ＳＦ新人賞

9

図書 鉄の骨

池井戸 潤／著 講談社

2009.10 913.6/ｲｹ

第３１回吉川英治文学新
人賞

10 図書 偽りの人々

石川 佑／〔著〕 講談社

2010.01 913.6/ｲｼ

第９回「講談社Bｉｒｔｈ」小説
部門

11 図書 親鸞 上

五木 寛之／著 講談社

2010.01 913.6/ｲﾂ/1

第６４回毎日出版文化賞
特別賞

12 図書 親鸞 下

五木 寛之／著 講談社

2010.01 913.6/ｲﾂ/2

第６４回毎日出版文化賞
特別賞

13 図書 ルームシェア・ストーリー

宇木 聡史／著 宝島社

2010.03 913.6/ｳｷ

第５回日本ラブストーリー
大賞

14 図書 密室殺人ゲーム２．０

歌野 晶午／著 講談社

2009.08 913.6/ｳﾀ

第１０回本格ミステリ大賞

15 図書 天地明察

冲方 丁／著

2009.11 913.6/ｳﾌﾞ

本屋大賞２０１０

16 図書 真昼なのに昏い部屋

江国 香織／著 講談社

2010.03 913.6/ｴｸ

第５回中央公論文芸賞

17 図書 烏有此譚

円城 塔／著

講談社

2009.12 913.6/ｴﾝ

第３２回野間文芸新人賞

18 図書 ゼロの王国

鹿島田 真希／
講談社
著

2009.04 913.6/ｶｼ

第４１回講談社出版文化
賞ブックデザイン賞

19 図書 ＴＲＩＰ ＴＲＡＰ

金原 ひとみ／
著

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2009.12 913.6/ｶﾈ

第２７回織田作之助賞

20 図書 伽羅の橋

叶 紙器／著

光文社

2010.03 913.6/ｶﾉ

第２回ばらのまち福山ミス
テリー文学新人賞

21 図書 おじゃみ 京都怪談

神狛 しず／著

メディアファクト
リー

2010.05 913.6/ｶﾐ

第４回『幽』怪談文学賞短
編部門大賞

22 図書 斬恨の剣 仇討ち異聞

神室 磐司／著

学研パブリッシング
学研マーケティング

2010.03 913.6/ｶﾑ

第１５回歴史群像大賞最
優秀賞

23 図書 ヘヴン

川上 未映子／
講談社
著

2009.09 913.6/ｶﾜ

第２０回紫式部文学賞

24 図書 白い花と鳥たちの祈り

河原 千恵子／
集英社
著

2010.02 913.6/ｶﾜ

第22回小説すばる新人賞

25 図書 オカルトゼネコン富田林組

産業編集セン
蒲原 二郎／著 ター

2010.03 913.6/ｶﾝ

第１０回ボイルドエッグズ
新人賞

26 図書 悪の教典 上

貴志 祐介／著 文芸春秋

2010.07 913.6/ｷｼ/1

第１回山田風太郎賞

27 図書 悪の教典 下

貴志 祐介／著 文芸春秋

2010.07 913.6/ｷｼ/2

第１回山田風太郎賞

28 図書 海猫ツリーハウス

木村 友祐／著 集英社

2010.02 913.6/ｷﾑ

第33回すばる文学賞

29 図書 廃墟に乞う

佐々木 譲／著 文芸春秋

2009.07 913.6/ｻｻ

第１４２回直木賞

30 図書 十字架

重松 清／著

2009.12 913.6/ｼｹﾞ

第４４回吉川英治文学賞

いとしきものすこやかに生まれよ
日本初の帝王切開物語

－ 9 －

郁朋社

角川書店

講談社

31 図書 寝ても覚めても

柴崎 友香／著 河出書房新社

2010.09 913.6/ｼﾊﾞ

第３２回野間文芸新人賞

32 図書 山脈はるかに

Ｄ文学研究会
下原 敏彦／著 星雲社

2010.03 913.6/ｼﾓ

第８回椋鳩十記念伊那谷
童話大賞特別賞

33 図書 ほかならぬ人へ

白石 一文／著 祥伝社

2009.11 913.6/ｼﾗ

第１４２回直木賞

34 図書 プールの底に眠る

白河 三兎／著 講談社

2009.12 913.6/ｼﾗ

第42回メフィスト賞

35 図書 太陽を曳く馬 上

高村 薫／著

新潮社

2009.07 913.6/ﾀｶ/1

第61回読売文学賞小説賞

36 図書 太陽を曳く馬 下

高村 薫／著

新潮社

2009.07 913.6/ﾀｶ/2

第61回読売文学賞小説賞

37 図書 富士子 島の怪談

谷 一生／著

メディアファクト
リー

2010.05 913.6/ﾀﾆ

第４回『幽』怪談文学賞短
編部門大賞

38 図書 爆走！芸人ドライブ

玉沢 介／〔著〕 講談社

2010.04 913.6/ﾀﾏ

第１２回「講談社Bｉｒｔｈ」小
説部門

39 図書 トギオ

太朗 想史郎／
宝島社
著

2010.01 913.6/ﾀﾛ

第8回「このミステリーがす
ごい！」大賞

40 図書 太陽が死んだ夜

月原 渉／著

2010.10 913.6/ﾂｷ

第２０回鮎川哲也賞

41 図書 小さいおうち

中島 京子／著 文芸春秋

2009.05 913.6/ﾅｶ

第１４３回直木賞

42 図書 掏摸

中村 文則／著 河出書房新社

2009.10 913.6/ﾅｶ

第４回大江健三郎賞

43 図書 進駐軍がいた少年時代

長島 芳明／〔著
講談社
〕

2010.03 913.6/ﾅｶﾞ

第１１回「講談社Bｉｒｔｈ」小
説部門

44 図書 乱反射

貫井 徳郎／著 朝日新聞出版

2009.02 913.6/ﾇｸ

第６３回日本推理作家協
会賞

45 図書 後悔と真実の色

貫井 徳郎／著 幻冬舎

2009.10 913.6/ﾇｸ

第２３回山本周五郎賞

46 図書 水神 上

帚木 蓬生／著 新潮社

2009.08 913.6/ﾊﾊ/1

第２９回新田次郎文学賞

47 図書 水神 下

帚木 蓬生／著 新潮社

2009.08 913.6/ﾊﾊ/2

第２９回新田次郎文学賞

48 図書 約束の地

樋口 明雄／著 光文社

2008.11 913.6/ﾋｸﾞ

第12回大藪春彦賞

49 図書 いのちの初夜

北条 民雄／著 勉誠出版

2010.02 913.6/ﾎｳ

第２回文學界賞

50 図書 自由高さＨ

穂田川 洋山／
文芸春秋
著

2010.08 913.6/ﾎﾀ

第１１０回文学界新人賞

51 図書 ノーバディノウズ

本城 雅人／著 文芸春秋

2009.08 913.6/ﾎﾝ

第１回サムライジャパン野
球文学賞大賞

52 図書 記憶の海

松田 奈月／著 講談社

2010.03 913.6/ﾏﾂ

第２回TBS・講談社ドラマ
原作大賞

53 図書 鳩とクラウジウスの原理

松尾 佑一／著

2010.04 913.6/ﾏﾂ

第１回野生時代フロンティ
ア文学賞

54 図書 恋の蛍 山崎富栄と太宰治

松本 侑子／著 光文社

2009.10 913.6/ﾏﾂ

第２９回新田次郎文学賞

55 図書 竜神の雨

道尾 秀介／著 新潮社

2009.05 913.6/ﾐﾁ

第12回大藪春彦賞

56 図書 光媒の花

道尾 秀介／著 集英社

2010.03 913.6/ﾐﾁ

第２３回山本周五郎賞

57 図書 水魑の如き沈むもの

三津田 信三／
原書房
著

2009.12 913.6/ﾐﾂ

第１０回本格ミステリ大賞

58 図書 錦

宮尾 登美子／
中央公論新社
著

2008.06 913.6/ﾐﾔ

第６回親鸞賞

－ 10 －

東京創元社

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

時間のかかる読書
横光利一『機械』を巡る素晴らしきぐずぐず

宮沢 章夫／著 河出書房新社

2009.11 913.6/ﾐﾔ

第２１回伊藤整文学賞
評論部門

60 図書 故郷のわが家

村田 喜代子／
新潮社
著

2010.01 913.6/ﾑﾗ

第６３回野間文芸賞

61 図書 ゆきあかり

村田 りねん／〔
講談社
著〕

2010.03 913.6/ﾑﾗ

第１１回「講談社Bｉｒｔｈ」小
説部門

62 図書 マルガリータ

村木 嵐／著

文芸春秋

2010.06 913.6/ﾑﾗ

第17回松本清張賞

63 図書 テネシー・ワルツ

望月 武／著

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.01 913.6/ﾓﾁ

第28回横溝正史ミステリ大
賞テレビ東京賞

64 図書 ペンギン・ハイウェイ

森見 登美彦／
著

角川書店 角川グル
ープパブリッシング

2010.05 913.6/ﾓﾘ

第３１回日本SF大賞

65 図書 ラガド 煉獄の教室

両角 長彦／著 光文社

2010.02 913.6/ﾓﾛ

第１３回日本ミステリー文
学大賞新人賞

66 図書 再会

横関 大／著

2010.08 913.6/ﾖｺ

第５６回江戸川乱歩賞

67 図書 横道世之介

吉田 修一／著 毎日新聞社

2009.09 913.6/ﾖｼ

第２３回柴田錬三郎賞

68 図書 週末は海にいます

渡良瀬 一郎／ ソフトバンククリ
著
エイティブ

2010.09 913.6/ﾜﾀ

第１回ＣｒｅａｔｉｖｅＳｔｏｒｙ大賞
優秀賞

羽衣出版

2010.02 913.68/ｲｽﾞ

第１３回伊豆文学賞

59 図書

69 図書 海煙

講談社

70 図書 冬の向日葵

カッパ／著

幻冬舎

2010.06 913.68/ｶﾂ

第２回蒼き賞

71 図書 酒中日記

坪内 祐三／著 講談社

2010.02 914.6/ﾂﾎﾞ

第４１回講談社出版文化
賞ブックデザイン賞

72 図書 正弦曲線

堀江 敏幸／著 中央公論新社

2009.09 914.6/ﾎﾘ

第61回読売文学賞随筆・
紀行賞

73 図書 ふたたび、生きて、愛して、考えたこと

杉原 美津子／
トランスビュー
著

2010.04 916/ｽｷﾞ

第３回<池田晶子記念>わたくし、
つまりNｏｂｏｄｙ賞特別賞

74 図書 私と僕が生きた道 性同一性障害と向き合った２９年

流星／著

幻冬舎

2010.02 916/ﾘﾕ

第４回感動ノンフィクション
大賞

75 図書 虚擬街頭漂流記

寵物先生／著

文芸春秋

2010.04 923.7/ﾐｽ

第１回島田荘司推理小説
賞

76 図書 ゴーストばあちゃん

チェ ミンギョン／ 現文メディア
文
理論社

2010.03 929.13/ﾁｴ

第３回韓国世界青少年文
学賞

77 図書 英文学の地下水脈

小森 健太朗／
東京創元社
著

2009.02 930.26/ｺﾓ

第６３回日本推理作家協
会賞

78 図書 犬の力 上

ドン・ウィンズロウ 角川書店 角川グル
ープパブリッシング
／〔著〕

2009.08 933.7/ｳｲ/1

第１回翻訳ミステリー賞

79 図書 犬の力 下

ドン・ウィンズロウ 角川書店 角川グル
ープパブリッシング
／〔著〕

2009.08 933.7/ｳｲ/2

第１回翻訳ミステリー賞

80 図書 オリーヴ・キタリッジの生活

エリザベス・ストラ
早川書房
ウト／著

2010.10 933.7/ｽﾄ

２００９年ピュリッツアー賞
小説部門

81 図書 奪い尽くされ、焼き尽くされ

ウェルズ・タワー
新潮社
／著

2010.07 933.7/ﾀﾜ

ニューヨーク公共図書館ヤ
ング・ライオン賞

82 図書 ラスト・チャイルド

ジョン・ハート／
著

2010.04 933.7/ﾊﾄ

２００９年英国推理作家協会賞
最優秀スリラー賞

83 図書 図書室からはじまる愛

パドマ・ヴェンカト
白水社
ラマン／著

2010.06 933.7/ﾍﾞﾝ

２００９年ボストン作家協会
賞

84 図書 ボート

ナム・リー／著

2010.01 933.7/ﾘ

2009年オーストラリア・プラ
イム・ミニスター文学賞

85 図書 マチルダの小さな宇宙

ヴィクター・ロダー
早川書房
ト／著

2010.09 933.7/ﾛﾀﾞ

２０１０年ペンＵＳＡ文学賞

86 図書 コロンバイン銃乱射事件の真実

デイヴ・カリン／
河出書房新社
著

2010.07 936/ｶﾘ

２０１０年アメリカ探偵作家
クラブ賞

87 図書 ピストルズ

阿部 和重／著 講談社

2010.03 Y 913.6/ｱﾍﾞ

第４６回谷崎潤一郎賞

88 図書 若い芸術家の肖像

ジェイムズ・ジョイ
集英社
ス／著

2009.10 Y 933.7/ｼﾞﾖ

第61回読売文学賞研究・
翻訳賞

早川書房

新潮社

TOPへ

－ 11 －

２０１０年文学賞等受賞作品（一般書・小説以外）
№

区分

書

名

1

図書 記号と再帰 記号論の形式・プログラムの必然

田中 久美子／ 東京大学出版
著
会

2010.06 007.1/ﾀﾅ

第３２回サントリー学芸賞
思想・歴史部門

2

図書 江戸後期の思想空間

前田 勉／著

ぺりかん社

2009.02 121.5/ﾏｴ

第３２回角川源義賞

3

図書 それでも、日本人は「戦争」を選んだ

加藤 陽子／著 朝日出版社

2009.07 210.6/ｶﾄ

第９回小林秀雄賞

4

図書 ワシントンハイツ ＧＨＱが東京に刻んだ戦後

秋尾 沙戸子／
新潮社
著

2009.07 213.61/ｱｷ

第５８回日本エッセイスト・
クラブ賞

5

図書 墓標なき草原 上

楊 海英／著

岩波書店

2009.12 222.6/ﾔﾝ/1

第１４回司馬遼太郎賞

6

図書 墓標なき草原 下

楊 海英／著

岩波書店

2009.12 222.6/ﾔﾝ/2

第１４回司馬遼太郎賞

7

図書 カチンの森 ポーランド指導階級の抹殺

ヴィクトル・ザスラ
フスキー／〔著〕 みすず書房

2010.07 234.9/ｻﾞｽ

２００９年イニャツツィオ・シ
ローネ賞

8

図書 モスクワの孤独

米田 綱路／著 現代書館

2010.03 283.8/ﾖﾈ

第３２回サントリー学芸賞
社会・風俗部門

9

図書 この命、義に捧ぐ

門田 隆将／著 集英社

2010.04 289.1/ﾈﾓ

第19回山本七平賞

2009.11 302.2239/ｸﾗ

第３２回サントリー学芸賞
政治・経済部門

著

者

出版者

名古屋大学出
版会

出版年

請求記号

受賞内訳

10 図書 中国返還後の香港 「小さな冷戦」と一国二制度の展開

倉田 徹／著

11 図書 伊藤博文 知の政治家

滝井 一博／著 中央公論新社

2010.04 312.1/ｲﾄ

第３２回サントリー学芸賞
政治・経済部門

12 図書 参議院とは何か １９４７～２０１０

竹中 治堅／著 中央公論新社

2010.05 314.15/ﾀｹ

第１０回大仏次郎論壇賞

13 図書 限界集落 吾の村なれば

日本経済新聞
曽根 英二／著 出版社

2010.04 318.6/ｿﾈ

第６４回毎日出版文化賞
人文・社会部門

14 図書 倫理的な戦争 トニー・ブレアの栄光と挫折

慶応義塾大学
細谷 雄一／著 出版会

2009.11 319.33/ﾎｿ

第１１回読売・吉野作造賞

15 図書 死刑の基準 「永山裁判」が遺したもの

堀川 惠子／著 日本評論社

2009.11 326.41/ﾎﾘ

第３２回講談社ノンフィクシ
ョン賞

サマンサ・パワー
ミネルヴァ書房
／著

2010.01 329.5/ﾊﾟﾜ

ピューリッツアー賞

17 図書 日本辺境論

内田 樹／著

2009.11 361.42/ｳﾁ

新書大賞２０１０大賞

18 図書 日本の路地を旅する

上原 善広／著 文芸春秋

2009.12 361.86/ｳｴ

第４１回大宅壮一ノンフィク
ション賞

19 図書 明治大正昭和不良少女伝 莫連女と少女ギャング団

平山 亜佐子／
河出書房新社
著

2009.11 368.71/ﾋﾗ

第４回河上肇賞奨励賞

20 図書 １９６８ 上

小熊 英二／著 新曜社

2009.07 377.96/ｵｸﾞ/1

第８回角川財団学芸賞

21 図書 １９６８ 下

小熊 英二／著 新曜社

2009.07 377.96/ｵｸﾞ/2

第８回角川財団学芸賞

22 図書 日本めん食文化の一三〇〇年

農山漁村文化
奥村 彪生／著 協会

2009.09 383.81/ｵｸ

第１回辻静雄食文化賞

23 図書 トレイシー 日本兵捕虜秘密尋問所

中田 整一／著 講談社

2010.04 391.653/ﾅｶ

第３２回講談社ノンフィクシ
ョン賞

24 図書 太陽の科学 磁場から宇宙の謎に迫る

日本放送出版
柴田 一成／著 協会

2010.01 444/ｼﾊﾞ

第２６回講談社科学出版
賞

25 図書 フクロウ

宮崎 学／著

2010.10 488.75/ﾐﾔ

第９回土門拳賞

26 図書 逝かない身体 ＡＬＳ的日常を生きる

川口 有美子／
医学書院
著

2009.12 493.64/ｶﾜ

第４１回大宅壮一ノンフィク
ション賞

27 図書 エンブリオロジスト 受精卵を育む人たち

須藤 みか／著 小学館

2010.01 495.48/ｽﾄﾞ

第１６回小学館ノンフィクシ
ョン大賞

28 図書 山田錦物語 人と風土が育てた日本一の酒米

兵庫酒米研究グ 神戸新聞総合
ループ／編著
出版センター

2010.04 616.21/ﾋﾖ

のじぎく文庫出版文化賞

29 図書 秋田蘭画の近代 小田野直武「不忍池図」を読む

東京大学出版
今橋 理子／著 会

2009.04 721.83/ｲﾏ

第２２回和辻哲郎文化賞

30 図書 近代書史

石川九楊／著

名古屋大学出
版会

2009.08 728.21/ｲｼ

第３６回大佛次郎賞

16 図書

集団人間破壊の時代
平和維持活動の現実と市民の役割

－ 12 －

新潮社

メディアファクト
リー

31 図書 父の日記

ブレーンセンタ
太田 順一／著 ー

2010.03 748/ｵｵ

第３４回伊奈信男賞

32 図書 オーケストラ、それは我なり 朝比奈隆四つの試練

中丸 美絵／著 文芸春秋

2008.09 762.1/ｱｻ

第２６回織田作之助賞大
賞

33 図書 河原者ノススメ 死穢と修羅の記憶

篠田 正浩／著 幻戯書房

2009.11 772.1/ｼﾉ

第３８回泉鏡花文学賞

34 図書 大向うの人々 歌舞伎座三階人情ばなし

山川 静夫／著 講談社

2009.09 774.04/ﾔﾏ

第２６回講談社エッセイ賞

互 盛央／著

作品社

2009.07 801.02/ﾀｶﾞ

第２２回和辻哲郎文化賞

36 図書 近世文学の境界 個我と表現の変容

揖斐 高／著

岩波書店

2009.02 910.25/ｲﾋﾞ

第３２回角川源義賞

37 図書 母なるもの 近代文学と音楽の場所

高橋 英夫／著 文芸春秋

2009.05 910.26/ﾀｶ

第２１回伊藤整文学賞
評論部門

38 図書 日本ＳＦ精神史 幕末・明治から戦後まで

長山 靖生／著 河出書房新社

2009.12 910.26/ﾅｶﾞ

第３１回日本SF大賞

39 図書 ぼくらの時代には貸本屋があった

菊池 仁／著

新人物往来社

2008.08 910.264/ｷｸ

第２２回尾崎秀樹記念・大
衆文学研究賞

40 図書 須賀敦子を読む

湯川 豊／著

新潮社

2009.05 910.268/ｽｶﾞ

第６１回読売文学賞
評論・伝記賞

41 図書 月の夜声 歌集

伊藤 一彦／著 本阿弥書店

2009.11 911.168/ｲﾄ

第２１回斎藤茂吉短歌文
学賞

42 図書 モーロク俳句ますます盛ん

坪内 稔典／著 岩波書店

2009.12 911.304/ﾂﾎﾞ

第１３回桑原武夫学芸賞

43 図書 注解する者 岡井隆詩集

岡井 隆／著

2009.07 911.56/ｵｶ

第４０回高見順賞

44 図書 世界はうつくしいと 詩集

長田 弘／〔著〕 みすず書房

2009.04 911.56/ｵｻ

第５回三好達治賞

45 図書 コルカタ

小池 昌代／著 思潮社

2010.03 911.56/ｺｲ

第１８回萩原朔太郎賞

46 図書 永遠まで

高橋 睦郎／著 思潮社

2009.07 911.56/ﾀｶ

第２８回現代詩人賞

47 図書 石の記憶

田 原／著

2009.10 911.56/ﾃｲ

第６０回H氏賞

48 図書 適切な世界の適切ならざる私

文月 悠光／著 思潮社

2009.10 911.56/ﾌｽﾞ

第１５回中原中也賞

49 図書 グローブ・ジャングル 「虚構の劇団」旗揚げ３部作

鴻上 尚史／著 小学館

2009.08 912.6/ｺｳ

第６１回読売文学賞
戯曲・シナリオ賞

50 図書 わが星

柴 幸男／著

2010.04 912.6/ｼﾊﾞ

第５４回岸田國士戯曲賞

51 図書 少女の友 創刊１００周年記念号

実業之日本社／
実業之日本社
編

2009.03 Y 051.8/ｼﾞﾂ

第２２回尾崎秀樹記念・大
衆文学研究賞

35 図書

フェルディナン・ド・ソシュール
〈言語学〉の孤独、「一般言語学」の夢

思潮社

思潮社

白水社
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２０１０年文学賞等受賞作品（児童書）
№

区分

1

図書

2

書

名

席を立たなかったクローデット
１５歳、人種差別と戦って

著

者

出版者

出版年

請求記号

受賞内訳

フィリップ・フース
汐文社
／作

2009.12 Z 316.853/ﾌｽ

２００９年全米図書賞児童
書部門大賞

図書 地球のかたちを哲学する

ギヨーム・デュプ
西村書店
ラ／文・絵

2010.06 Z 448/ﾃﾞﾕ

２００９年ボローニャ国際児
童図書賞

3

図書 カワセミ 青い鳥見つけた

嶋田 忠／文・写
新日本出版社
真

2008.11 Z 488.93/ｼﾏ

第１５回日本絵本賞大賞

4

図書 ぶた にく

大西 暢夫／写
真・文

2010.01 Z 645.5/ｵｵ

第５９回小学館児童出版
文化賞

5

図書 チョウの宝もの

シム・シメール／
小学館
絵と文

2010.07 Z 726.6/ｼﾒ

２０１０年ノーチラス賞金賞

6

図書 さかさことばのえほん

小野 恭靖／作 鈴木出版

2009.11 Z 807.9/ｵﾉ

第５７回産経児童出版文
化賞フジテレビ賞

7

図書 アナザー修学旅行

有沢 佳映／著 講談社

2010.06 Z 913.8/ｱﾘ

第５０回講談社児童文学
新人賞

8

図書 ユリエルとグレン

石川 宏千花／
講談社
著

2008.04 Z 913.8/ｲｼ

第４３回日本児童文学者
協会新人賞

9

図書 きみといっしょに

石垣 十／さく

2010.04 Z 913.8/ｲｼ

第７回タリーズピクチャーブック
アワードストーリー大賞

幻冬舎エデュケー
ション 幻冬舎

タリーズコーヒ
ージャパン

10 図書 スコアブック

伊集院 静／著 講談社

2010.04 Z 913.8/ｲｼﾞ

サムライジャパン野球文学
賞ベストナイン

11 図書 きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは…

ひさかたチャイ
市川 宣子／作 ルド

2010.03 Z 913.8/ｲﾁ

第４８回野間児童文芸賞

12 図書 アンモナイトの森で 少女チヨとヒグマの物語

市川 洋介／作

2010.07 Z 913.8/ｲﾁ

第１８回小川未明文学賞
大賞

13 図書 すみ鬼にげた

岩城 範枝／作 福音館書店

2009.11 Z 913.8/ｲﾜ

第５７回産経児童出版文
化賞美術賞

14 図書 園芸少年

魚住 直子／著 講談社

2009.08 Z 913.8/ｳｵ

第５０回日本児童文学者
協会賞

15 図書 すやすやタヌキがねていたら

内田 麟太郎／
文研出版
文

2009.03 Z 913.8/ｳﾁ

第１５回日本絵本賞

16 図書 くさをはむ

おくはら ゆめ／
講談社
作

2009.04 Z 913.8/ｵｸ

第４１回講談社出版文化
賞絵本賞

17 図書 つづきの図書館

柏葉 幸子／作 講談社

2010.01 Z 913.8/ｶｼ

第５９回小学館児童出版
文化賞

18 図書 僕とあいつのトライアル

川上 途行／著 ポプラ社

2009.11 Z 913.8/ｶﾜ

第１回ポプラズッコケ文学
賞審査員賞

19 図書 オオカミのおうさま

きむら ゆういち
偕成社
／ぶん

2009.03 Z 913.8/ｷﾑ

第１５回日本絵本賞

20 図書 風の靴

朽木 祥／作

講談社

2009.03 Z 913.8/ｸﾂ

第５７回産経児童出版文
化賞大賞

21 図書 時間割のむこうがわ

小浜 ユリ／作

ポプラ社

2009.12 Z 913.8/ｺﾊ

第２回ポプラズッコケ文学
賞優秀賞

22 図書 ぼくとあいつのラストラン

佐々木 ひとみ
／作

ポプラ社

2009.12 Z 913.8/ｻｻ

第２０回椋鳩十児童文学
賞

23 図書 草の上で愛を

陣崎 草子／著 講談社

2010.05 Z 913.8/ｼﾞﾝ

第５０回講談社児童文学
新人賞佳作

24 図書 クローバー

中西 翠／著

講談社

2009.10 Z 913.8/ﾅｶ

第３９回児童文芸新人賞

25 図書 ピアチェーレ 風の歌声

にしがき ようこ
／作

小峰書店

2010.07 Z 913.8/ﾆｼ

第８回長編児童文学新人
賞

26 図書 トーキョー・クロスロード

浜野 京子／〔著
ポプラ社
〕

2008.11 Z 913.8/ﾊﾏ

第２５回坪田譲治文学賞

27 図書 二メートル

横山 佳／作

2010.02 Z 913.8/ﾖｺ

第１１回ちゅうでん児童文
学賞大賞

28 図書 ドラゴンキーパー

キャロル・ウィル
金の星社
キンソン／作

2009.01 Z 933.7/ｳｲ

オーストラリア児童図書賞
ヤングリーダー部門賞

29 図書 サリーの帰る家

エリザベス・オハ
さ・え・ら書房
ラ／作

2010.04 Z 933.7/ｵﾊ

ビスト児童図書賞殊勲賞

30 図書 おとうさんのちず

ユリ・シュルヴィッ
あすなろ書房
ツ／作

2009.05 Z 933.7/ｼﾕ

第１５回日本絵本賞翻訳
絵本賞

－ 14 －

学研教育出版 学研
マーケティング

ＢＬ出版

31 図書 ジャストインケース 終わりのはじまりできみを想う

メグ・ローゾフ／
理論社
作

2009.12 Z 933.7/ﾛｿﾞ

カーネギー賞

32 図書 ロンド国物語

エミリー・ロッダ／
岩崎書店
作

2010.03 Z 933.7/ﾛﾂ

２００８年オーリアリス・ファ
ンタジー賞

33 図書 水おとこのいるところ

イーヴォ・ロザー
岩崎書店
ティ／作

2009.09 Z 973/ﾛｻﾞ

第１５回日本絵本賞読者
賞
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